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■会長報告 佐藤　真康 会長
　先日の釧路クラブの80周年に関しまして、出席
のお礼状が来ていましたことをご報告致します。
　その祝賀会でも話をさせてもらったのですが、
戦前、北海道には8つのクラブが誕生しています。
札幌クラブが第一号ですが、その札幌クラブは他

の7クラブに、開設の際、点鐘を贈呈しています。もう80年前に
なりますが、その時の点鐘が残っているのは釧路クラブ、函館
クラブ、そして我が帯広クラブの3クラブだけということだそ
うです。ただ、先ほど鳴らしたこの点鐘が、はたしてその時頂い
たものなのかどうか、実はハッキリしていません。以前はとて
も汚れていたようですが、一度クリーニングに出していますの
で、いまはキレイな点鐘になっています。事務所にも他に点鐘
はないようですので、これがその点鐘なのかどうか、みなさん
に情報があれば、ぜひいただければと思います。
　今月も今日で11月が終わりますが、11月はロータリー財団
月間です。今から100年前の1917年アトランタ国際大会で提案、
採択されロータリー財団が創設されました。この財団の100周
年を祝って、来年6月にはアトランタでロータリー国際大会が
開催されます。
　日本でも、11月27日（日）に100周年を記念して「財団100周
年記念シンポジウム」が開催されました。当日はアメリカ本部
からジョン・ジャームRI会長が出席されたと思います。また、緒
方貞子さんにロータリー財団100周年学友世界人道奉仕賞が授
与されました。緒方貞子さんはご存知のように元国連難民高等
弁務官であり、1951年に東京RCがスポンサーとなった財団奨
学生です。
　財団はよく分からないという方も多いですが、ロータリー財
団のプログラムは①ポリオ撲滅、②ロータリー平和フェローシ
ップ、③補助金プログラム、この三つだけです。
　このロータリー財団の収支に関してですが、財団への寄付総
額は2014－15年度は269億円、120万人のロータリアンでは一
人当たり1.7万円です。これに対して支出合計は266億円です。
財団は審査組織である「チャリティー・ナビゲーター」から最高
評価4つ星を受けています。奉仕慈善団体の上位2%に入る優れ
た管理体制、財務的責任を全うしていると評価されています。
　このロータリーの奉仕活動の根幹をなす財団の100周年の意
義をご理解頂き、今後とも寄付にご協力をお願いします。

■プログラム ロータリー情報・記録保存委員会
「第1回情報集会報告会」
1組　テーマ：「会員増強」
主人役：渡辺喜代美　世話役：大江　　平
日時　平成28年9月21日（水）19：00より
場所　十勝ダイニング　ふる屋
参加者　長澤　秀行　横山　　聡　奥田　　潔　計5名
・他クラブと比較すると帯広RCへの入会に抵抗がある可能性
がある。出席しやすい雰囲気作りや広報活動を積極的に行うべ
きではないか。
・新入会員の推薦の方法が詳しくわからない。
・既存会員の同意が得られるのか心配。（推薦することにも抵抗
がある）　
・そもそもなぜ100名を目指すのか。人数以外にも魅力のあるク
ラブにするためにメンバーの連携やコミュニケーション、クラ
ブ組織の強化が必要であると思われる。例会で新入会員の情報
を積極的に収集し、コンタクトを取っていく必要がある。
・若手の会員増強に関して。ローターアクトとの連携。ローター
アクト例会への参加を増やし関係性を深める。（将来は帯広RC

へ入会したくなるように魅力を伝える）
　などの意見が出て話し合われた。

2組　テーマ：「会員拡大」
主人役：石神　美代　世話役：山本　健一
日時　平成28年9月21日（水）19：00より
場所　ふじもり
参加者　工藤　大輔　小水　基弘　酒井　敬司　野村　一仁
　　　　藤森　裕康　眞鍋　智紀　森　　武夫　計9人
・西クラブはゴルフ好きを集めている。北クラブは麻雀で盛り
上がっている。帯広クラブもいろんな趣味の人がいるので、い
ろんな趣味のグループを作って、盛り上がればいいのでは。
・同好会で盛り上げるというのでは、ロータリークラブの趣旨
からして、古くからの会員からは怒られる。
・帯広クラブは他のクラブからとっつきにくい、あそこに入っ
たら大変とか言われている。もう少し柔らかいイメージを打ち
出してもいいのでは。
・誰に入会を勧められたら断れなくなるか、入るかを考えた方
がいい。それに、入会させっぱなしではダメ。フォローしないと
辞めていく。楽しくないと続かない。例会に行きたくなるよう
に持っていかないといけない。
・退会防止は大事。楽しいと思ってもらうことは大事。テーブル
マスターの役割は大きい。
　などの意見が出て話し合われた。

第3組　テーマ：「会員増強」
主人役：及川ゆかり　世話役：大森　康次
日時　平成28年9月26日（月）19：00より
場所　十勝ダイニングふる屋
参加者　猿川　陽介　加藤　健吾　合田　倫佳　小林　光樹
　　　　田守　由宗　長谷川　賢　平原　　隆　森　　光弘
　　　　計10名
・ダイエットの話題で盛り上がり、参加者の意思疎通が図れま
した。
・会員が、「入会者を1人は紹介する」という意識を常に持ち、会
員増強を心がけ、行動すれば、自然の流れで会員数は増えるが、
その意識が足りないのでは、という意見で一致。
・その為にも、会員がRCに入っていて本当に良かったと思える
ような会にならなければいけないという意見でも一致。
・その中で、「この人を紹介していいのだろうか（迷惑をかける
のでは）」という気持ちが先走り、躊躇してしまうという意見も
でる。
・対して、過去は委員長以上が推薦者にならないといけないと
いう規定があったが、現在はなく、自信を持って紹介すればい
いのでは。もし、「この人であれば」という人物がいれば、まずは
入会してもらうことが先決で、その後、推薦人が入会者をコン
トロールしていくのが基本。
　などの意見が出て話し合われた。

第4組　テーマ：「会員増強」
主人役：和田　賢二　世話役：小田　　剛
日時　平成28年9月23日（金）19：00より
場所　十勝ガーデンズホテル
参加者　大類　道雄　奧原　　宏　長橋　成匡　渡部　　聡
　　　　佐藤　真康　曽我　彰夫　田中　一郎　計9名
・会員増強が果たしていいのか？　量が増えて質が落ちてしま
うのでは？
・帯広ロータリークラブは外から見て重たい感じがしていると
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●委員長 / 高原　　淳・副委員長 / 野村　一仁
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●ホームページアドレス /http://www.obihiro-rc.jp

↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。

見られている、怖い人がいる、伝統が重苦しいというイメージが
ある。
・一度辞めた人を、もう一度入ってもらえば？
・幕別・池田・本別の人を狙っては？
・ターゲットは40・50歳代で、JCのOBか、商工会議所青年部の
卒業生を狙えば？
　などの意見が出て話し合われた。

第5組　テーマ：「会員増強」
主人役：神山恵美子　　　世話役：五十嵐聖二
日時　平成28年9月30日（金）　19：00より
場所　十勝ダイニングふる屋
参加者　讃岐　武史　小白　智志　森田　幹也　計5名
・本来会員を増やす意義はどこにあるか？　基本は会の運営の
為が原則であるが矢張りより多くの新入会員が入ると会の活性
化にも繋がる。
・交流を深めるという事からすると会員100名が非常にバラン
スが良い数字でもあると思います。
・退会者が当然出てくるので100名ラインの死守の為にも会員
全員が会員を増やしていくという共通意識が必要。
・入会して頂くのに2、3年かかった経緯の方が複数おられる事
も考えると「この人はと思う人」に普段から声を掛け続ける事が
大事だと思います。
・「この人はと思う人」という意味では退会者の方からも再度入
会を勧める事も重要に思います。
　などの意見が出て話し合われた。

第6組　テーマ：「会員増強について」
主人役：村松　一樹　世話役：井上　洋一
日時　平成28年9月21（水）19：00より
場所　十勝ガーデンズホテル
参加者　内木　泰永　倉野　　賢　後藤　健二　計5名
・そこそこ、会員の知人は既にいずれかのロータリー・クラブ（以
降RC）に所属している。
・地域に5つのRCが適正なのか疑問（多すぎないか）。
・後継者がいない。
・経済が沈滞・衰退傾向にある。
・帯広RCは紳士的で、強権を発して入会を促す会員が他のクラ
ブと比して少ない（いない）。
　などの意見が出て話し合われた。

第7組　テーマ：「会員増強」
主人役：大和田三朗　世話役：伊藤　秀敏
日時　平成28年9月26日（月）19：00より
場所　十勝ダイニング　ふる屋
参加者　橘　　精三　星屋　洋樹　髙道　　伸　飛岡　　抗
　　　　鈴木　　優　髙橋　久志　川上　義史　櫻井　博一
　　　　計10名
・会員を増やす事も大事だが、退会者を出さないのも大切であ
る。楽しく、魅力のある会であれば、退会者も出ないのではない
か。合わせて、楽しい会であれば、見込みのある方への入会を進
めやすい。
・会員は、一業種一社という事だったが、細かい業種分けをする
事で、何名か入会できる。同業者の方へ話をして入会してもらう
のが、手っ取り早いのではないか。
・仕事の取引業者の方で、適任者がいるのであれば、話してみる
と良い。それなりの大きな企業の支店長や支社長さんなど。出先
帯広会のメンバーの方々へ、お話してみるのが良い。
・今まで、飲みに出る事がほとんどなかったが、帯広RCへ入会し
て、飲むことでストレスが発散でき、また、いろいろな経営者の
方々とお話させていただく事がとても勉強になる。このような、自
分が感じている事をお伝えして、入会を進めて行きたいと思う。

・正直、毎週1回の時間を取るのは厳しい。月2回ぐらいが、本当
は良い。
　などの意見が出て話し合われた。

■会務報告 工藤　大輔 幹事
①帯広RC、年次総会開催のご案内
　日　時　12月　7日（水）午後0時30分（例会時）
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
②帯　広RC、年末家族会開催のご案内（夜間移動例会）
　日　時　12月14日（水）午後5時30分受付開始（6時例会）
　場　所　北海道ホテル
　会　費　RC会員・中学生以下…無料
　　　　　同伴者・高校生以上 …6,000円
③帯　広RC、12月28日（水）の例会は、休会と致します。
④各ロータリークラブ年末家族会開催のご案内
・帯広南RC
　日　時　12月　5日（月）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
・帯広北RC
　日　時　12月　8日（金）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
・帯広西RC
　日　時　12月15日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
・帯広東RC
　日　時　12月20日（火）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広

■委員会報告
・表彰
米山特別寄付
後藤　裕弘　第9回米山功労者
森　　武夫　第5回米山功労者
奥　　周盛　第5回米山功労者
増田　正二　第2回米山功労者
合田　倫佳　第2回米山功労者

マルチプル・ポールハリスフェロー　3回目
倉野　　賢

・出席報告
11月30日例会報告 会員総数93名　内免除会員4名　出席者数61
名
11月16日例会の報告 メークアップ含む出席者数73名　出席率
79.3%
・ニコニコ献金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
神山恵美子 会員
　先日の昇段審査で、剣道三段合格しました。
和田　賢二 会員
　本日プログラム「第1回情報集会発表会」を担当させていただ
きます。宜しくお願いいたします。
・ご結婚記念日祝い
奥田　　潔 会員

■次週のプログラム
12月7日（水）「年次総会」 （理　事　会）


